
〒

校園名 　　　　　幼稚園・保育園・学校 学年 年少・年中・年長・　　　年生

住所 電話番号 　　　―　　　　―　　　　(　　　携帯)

メールアドレス 　　　　＠ 交通手段 車   ・   電車   ・   自転車   ・   徒歩　

お子様の

泳力

当クラブ短期 or １回体験に参加経験あり→２０　　年、春・ 夏・冬・１回体験(　　/　　)、　　　級　取得

水が怖い・シャワー浴びれる・顔付けできる・潜れる・1人で浮ける・泳げる（　　　　で　　　　ｍ）　

備考

スタッフ記入欄 /　　　　　　　　/　　　　　　　　/ 担当 仮級

２０２２年 冬の短期教室の規則を守り参加費を添えて申し込みます。 20　 年　　月　　日 ご本人又は保護者名

生年月日　・　年齢

名前 男・女
㎝

(西暦)　　　年　　月　　日（　　歳）

ふりがな 　　　　　　　 性別 身長

２０２２年　冬の短期水泳教室　一般用　申込書
申込日

20　 年　　月　　日

受付者

￥

申込コース ②1月組ｼﾞｭﾆｱ３回《　　　曜日(　　：　　～）》 スクールバス利用(②ｼﾞｭﾆｱ3回のみ) する　・　しない

  ③親子ベビー　　　：　　12月組　　・　　1月組  １回体験：　　／　　《　　　曜日(　　：　　～)》

  ①午前短期　：　　　１ーＡ　　・　　１ーＢ ②12月組ｼﾞｭﾆｱ３回《　　　曜日(　　：　　～）》

プログラムメンバー 7,370円 ⇒ 6,870円

未就学児（年中・年長）

〈参加費〉

〈対 象〉

＊乗車定員がございますので、曜日・時間帯によってはご利用になれないコースもございます。

①・② 短期教室に参加後ご入会頂きますと

〈参加費〉　

※①②短期教室に参加の方は欠席されても振替はできません。

※ 2ヶ月以上の継続が条件となります。

２歳６ヶ月～中学生

『新型コロナウイルス感染症』対策のお願い

体調がすぐれない場合

(ご兄弟、ご家族含む)は、

出席自粛をお願いします。

入館の際は、

【手指除菌】をして、

【マスク着用】のうえ

ご入館ください。

2階ギャラリー利用について

・大きな声での会話はお控えください

・飲食は禁止です

※状況により、2階ギャラリー利用を中止させていただく場合がございます。

・少人数でご利用ください

☆定期コースへの入会特典☆

２歳６ヶ月～中学生

(ただし、在籍数により申込めないクラスもあります。)

〈対 象〉

各クラス定員あり

③親子ベビー1ヶ月短期教室に参加後ご入会頂きますと

②ジュニアコース３回短期水泳教室

Firstスイミングスクール広島

ＡＭ１０：３０～

Web予約受付開始

11月5日(土)

①午前短期水泳教室４日間

12月組 1月組

コース 定員日　　程 時　　間

Ａ　　９：００～１０：１０
各8０名

B　１０：４０～１１：５０
１期 12月26日(月)～29日(木)

※定員：Firstスイミングスクール広島会員参加者も含まれます。

この度、ビート広島から、Firstスイミングスクール広島へ名称変更いたしました☆

スイミングは夏だけじゃありません！冬の今だからこそ、始めませんか？

なんと！

〒733-0871 広島市西区高須1-1-2

TEL　(082)273-5500

・火～金曜日 10:15～21:00

・土曜日 9:00～16:00

・日曜日 9:00～13:00

【営業時間】

　月曜日・祝祭日・指定休館日

　 【 休館日】

随時更新中♪

Firstスイミングスクール広島
Instagram

♦同時申込特典♦

それぞれ

になります。

ネット予約後、

お友達やご兄弟と同時に

５００円(税込)割引

このチラシに掲載されている

QRコードより

コース

火曜コース

水曜コース

木曜コース

金曜コース

土曜コース

日曜コース

日　　程

11月29日・12月6日・13日

11月30日・12月7日・14日

12月1日・8日・15日

12月2日・9日・16日

12月3日・10日・17日

12月4日・11日・18日

金曜コース 1月6日・13日・20日

コース 日　　程

木曜コース 1月5日・12日・19日

土曜コース 1月7日・14日・21日

日曜コース 1月8日・15日・22日

火曜コース 1月10日・17日・24日

水曜コース 1月11日・18日・25日

＊申込された曜日と時間帯以外でのご利用はできません。

※①、②の12月組に参加の方は、1月組受講開始が対象となります。

※②の1月組に参加の方は、2月組受講開始の方が対象となります。

また、ご入会の際には、別途2ヶ月目の月会費(1カ月分)と指定用品代(水着)が必要となります。

※12月組に参加された方は1月組受講開始、

　1月組に参加された方は2月組受講開始の方が対象となります。

また、ご入会の際には、別途2ヶ月目の月会費(1カ月分)が必要となります。

お申込完了後、受講開始前日までにキャンセルのご連絡をされた場合のみ受付にて全額返金いたします。

定期コースを体験しよう！！

※入会手続き時のお支払い方法は現金のみとなります。

月会費一覧

ジュニア 全コース

一律500円
値下げします！！

親子ベビー

成人

＊12月組・1月組の連続参加はできません。

さらに！

短期教室最終日までに

ご入会で

受講されている

土曜
火曜

時　　間
１２：２０～１３：１０
１３：００～１３：５０

（首が座っていること）〈対 象〉 ６ヶ月～２歳６ヶ月

〈参加費〉

※参加される各月組の日程より最大８回ご利用できます。

※お子さま1人につき保護者様もお1人、一緒に

参加していただきます。

12月組 1月組
火曜

土曜

日　　程

11/29・12/6・13・20

12/3・10・17・24

火曜

土曜 1/10・17・24・31

日　　程

1/7・14・21・28

※12月組・1月組の連続参加はできません。

月12回（週3回） 9,570円 ⇒ 9,070円

月4回（週1回） 7,370円 ⇒ 6,870円

月8回（週2回） 9,020円 ⇒ 8,520円

今なら定期コースの月会費を値下げ中です！！みなさまのご参加お待ちしております！

申込手数料
通常８，２５０円(税込)

　登録料
　　通常２，２００円(税込)

初月月会費
月4回7,370円～

THE ULTRA KIDS 2022
唯一無二の指導法でエリートを育成します！

10,120円 ⇒ 9,620円選手育成以上

ステップアップ 9,845円 ⇒ 9,345円

※月会費値下げ期間：2022年12月分～2023年5月分

ULTRA KIDSとは？
Firstスイミングスクール広島認定
小学校入学までに25ｍクロール完泳を目指して指導しております。

そんなULTRA KIDS修得特別練習会を開催いたします！！

たくさんの子どもたちが全国の舞台で戦ってくれることを期待し、

指導してまいります！

※ネット予約完了後、1週間以内に申込書と参加費を添えて、当スクール受付までお手続きをお願いします。

※ウルトラキッズにチャレンジされてみたい方は参加基準があります。

受付までお問い合わせください。

③親子ベビー1ヶ月短期教室

11/11(金)までにネット予約された方限定！

〈定 員〉

⇩『②12月組/1月組ｼﾞｭﾆｱ３回』、『１回体験コース』にお申込される方は、下記の時間割表から申込クラス(バスコース)をお選びください。⇩

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日・午前 土曜日・午後 日曜日
幼児 土 ― Ａ１ 土 ―

休
　
　
館
　
　
日

水 ― 幼児 木 ―

２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～

火 ―

１４：４０～１５：４０ １４：４０～１５：４０

木 ―

４歳～ ４歳～ ４歳～

木

２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～
バスコース③ バスコース①

P１ 日 ― Ａ１

９：００～１０：１０ １３：４０～１４：５０ ９：００～１０：１０

Ａ２

１５：４０～１６：５０ １５：４０～１６：５０ １５：４０～１６：５０ １５：４０～１６：５０ １０：４０～１１：５０ １４：５０～１６：００ １０：４０～１１：５０

Ａ２ 土 ― P２ 日 ―１ 金 ― １ 土 ―１ 水 ― １

２歳６ヶ月～
バスコース②

火 ― ２ 水 ― ２ 木 ―

２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～

４歳～
バスコース①・② バスコース①・② バスコース②・③ バスコース①・②

２ 金 ― ２

１６：５０～１８：００ １６：５０～１８：００ １６：５０～１８：００ １６：５０～１８：００

金 ― ３火 ― ３ 水 ― ３ ― ３

バスコース①・②

１８：００～１９：1０ １８：００～１９：1０ １８：００～１９：1０ １８：００～１９：1０
２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～ ２歳６ヶ月～

バスコース①・② バスコース①・② バスコース②

バス協力費(税込)

月4回(週1回)

月8回(週2回)

月12回(週3回)

３３０円

６６０円

受付にてお申込みいただくと

☆スクールバス協力費無料☆

ジュニア3回コースに参加されるお友達は、

短期期間中に限り、無料でスクールバスをご利用いただけます。

（停留所等詳しくは、受付までお問い合わせください。右上表参照）

〈参加費〉　

〈対 象〉

1～3週目　 12：00～13：10

最終週 　 　 12：00～13：30
〈時 間〉

期間

1期

2期

3期

日　　程

11月6日・13日・20日・27日

12月4日・11日・18日・25日

1月8日・15日・22日・29日

親子ベビー 5,500円 ⇒ 5,000円

6,000円 (税込) １，５１５円(税込)

確認
お問合せ

参加基準などの 定期コースへ

1回体験参加 チャレンジ！
ULTRA KIDSへULTRA KIDSへ

申込手数料
通常８，２５０円(税込)

　登録料
　　通常２，２００円(税込)

初月月会費
月4回7,370円～

5,800円 (税込) １，５１５円(税込)

4,400円 (税込) １，５１５円(税込)

4,500円 (税込) １，５１５円(税込)


